
 
 

 

１．はじめに 

  平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災では、津波の発生や原子力災害によって、人々は

着の身着のまま、緊急に避難することを余儀なくされました。人間社会に対する被害はす

さまじいものでしたが、取り残された動物に対する被害も広範に渡りました。被災エリア

では、保護活動を行いつつも、家畜や飼い主からはぐれた多数のペットが放浪状態のまま

置かれることになりました。 
 

■放浪状態となった犬（福島県）      ■熊本地震による迷子の犬 

  
（出所）左：環境省自然環境局「東日本大震災における被災動物対応記録集」平成 25 年 6 月から転載。 
    右：https://inumagazine.com/feature/pray-for-kumamoto/kainushi-search より転載。 
 
 こうした経験をまとめ、環境省は「東日本大震災における被災動物対応記録集」を平成

25 年 6 月付けで公表するとともに、自治体等が地域の状況に応じた独自のマニュアルや

動物救護体制を検討する際の参考となるように「災害時におけるペットの救護対策ガイド

ライン」を同日付で公表しています。 
 東京都は、三宅島の雄山の噴火災害の経験をもとに、平成 23 年 10 月から平成 25 年 9
月まで東日本大震災東京都動物救援センターを設置し、動物救済支援活動を展開しました。

この際の体制づくりや経験をまとめた「東日本大震災東京都動物救援本部活動報告書」は、

上述の環境省の記録集とともに、現場写真も含めた多数の解説を含み、支援時の課題や今

後のあり方も示した大変貴重な資料と言えます。 
 さらに、東京都福祉局保険局は、被災時や被災後の対応だけではなく、普段からの人と

動物との調和のとれた共生社会の実現を目ざして、「東京都動物愛護管理推進計画－ハル

スプラン」 (Human and Animal Live Together in Harmony: HALTH)を平成 26 年 4 月にまとめ、

今後の法改正の方向性も含めた指針としています。 
 今年の 4 月 14 日に発生した熊本地震の際にも、迷子のペットや救助場面、避難所での

様子がメディアにより報じられました。東日本大地震の経験を活かし、二週間後の 28 日

には従来よりも迅速に熊本県や熊本市、熊本獣医医師会による「熊本地震ペット救護本部」

が設置され、支援活動が開催されたのですが、それでも被災地ではペットの取扱いを巡る

難しさがあり、引き続き多くの課題が残っているようです。 
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■  保護された白内障を患ったメス犬     ■ 熊本市動物愛護センターへの行方 

食欲なし                       不明ペットの問い合わせ 

    
   （出所）2016 年 5 月 3 日日本経済新聞「迷子、食欲なし…写真で追う被災ペット 熊本地震」より転載。 
 
 このレポートでは、何故今、ペットの被災時対策が必要なのか、国と都のガイドライン

や経験をもとに、我々の武蔵野市では公共としてどのように対応しているのか（公共とし

てどこまで対応できるのか、できない部分はどうすべきなのか）、災害に対しペットと生

活する消費者はどのように日頃から準備しておくべきなのか、まちづくりの観点からはど

のような展望があるのか等々についてまとめてみました。ペットと過ごしている方もそう

ではない方も含め、この機会に参考にしていただければ幸いです。 

２．何故今ペットの被災時対策が必要なのか 

ペットを飼っていない場合、災害時には何故ペットに対する救援活動が必要なのかと疑

問を持たれる方も多いと思われます。ペットを飼っている場合、災害時にはどう対処すべ

きかを問われても、どうすべきか迷う方も多いでしょう。そこで、何故今ペットの被災時

対策が必要なのかについて整理してみました。 
 
（１）ペット数は既に子ども数を上回る規模 

 最初にペットの飼育状況の実態を確認したいと思います。人々が飼育しているペットの

うち最も多いのは犬と猫なので、以下では犬と猫について取り上げます。 
このうち犬については、狂犬病予防接種の必要性もあり、買主には市町村に対する登録

義務があります。厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、平成 26 年度における全国

の登録済み犬の頭数は 662.7 万頭となっています。 
 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」によると、平成 26 年 1 月 1 日時

点の 15 歳未満人口（ほぼ中学生まで）は 581.2 万人ですから、この 1.14 倍の犬が全国で

飼育されていることになります。未登録の犬も含めると（後述の調査結果を参照）、実態

としては、さらに多くの犬が全国で飼われていることになります。 
 総務省の「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等」によると、東京都の場合は平

成 26 年度で 51.8 万頭が登録されています。この場合、15 歳未満人口は 151.6 万人なの

で、全国の場合とは異なり、中学生までの子ども数の 3 分の 1 位の犬が飼われているこ

とになります。東京都のような大都市部では地方に比べて人口の配分が大きいことと、ペ

ット可能な共同住宅が増えているとは言え、犬を飼う環境は地方部に比べると厳しい点が

あることから、このような傾向があるものと考えられます。 
東京都福祉保健局による平成 26 年度の「犬の登録頭数等」によると、武蔵野市の登録

頭数は 4,859 頭です（地域防災計画によると、未登録犬を含めると、実際には 1 万頭近く

飼われているようです）。15 歳未満人口は 15,601 人なので、ほぼ東京都の場合と同じ 3
分の 1 という傾向となっています。 



 
 

単純に子ども数とペット数は比較できるものではないのですが、人間が世話をしている

犬の数がどれほど多いのかを知る上では参考になります。 
猫の場合は買主による登録義務はないし、調べた限りでは公共機関による公式な実態調

査はありませんが、一般社団法人ペットフード協会が消費者に対するアンケート調査に基

づき実施している平成 27 年「全国犬猫飼育実態調査結果」によると、猫の全国の飼育頭

数は 987.4 万頭と推計されるそうです。 
 

■平成 27 年（2015 年）における全国の犬と猫の推計飼育頭数 
 世帯数 （千世帯） 飼育世帯率 飼育世帯数（千） 平均飼育頭数 飼育頭数（千頭） 
犬 55,364 14.4% 7,985 1.24 9,917 
猫 55,364 10.1% 5,588 1.77 9,874 

（出所）平成 27 年（2015 年）全国犬猫飼育実態調査結果 
 

この調査によると、登録しているかどうかは別として、飼育している犬の頭数は 991.7
万頭とのことなので、犬と猫を単純に合計すると、1,979.1 万頭となり、全国では東京都

の人口（1,280 万人強）を大きく超える犬と猫がペット等として飼育されているという実

態が分かります。 
大きな災害が発生し、ペットとして飼育されている犬・猫が仮にこうした規模で行方し

れずになったり、失われたりした場合の悲しみは、多くの世帯にとっては大きな痛手にな

るでしょう。ペットを飼っていない人々にとっても、これらの犬と猫が被災後に放置され

野生化して放浪を続けることは望ましいことではありません。 
 
（２）ペットの需要は今後も続く 

 前述の「全国犬猫飼育実態調査結果」によると、犬の飼育頭数は 2011 年以降 2015 年

まで減少傾向にありますが、猫の飼育頭数は上昇横ばい傾向となっています。これは人口

の減少傾向や 2011 年以降の世帯所得が伸び悩み飼育費用の負担感が上昇していることな

ど、さらに犬と猫の住宅内での飼育のしやすさの違いを勘案すれば頷ける傾向です。 
 

■犬の飼育頭数の推移（千頭）         ■猫の飼育頭数の推移（千頭） 

         
（出所）平成 27 年（2015 年）全国犬猫飼育実態調査結果 
 

しかし、平成 27 年における犬の飼育世帯率が 14.42％であるのに対し、今後飼育した

いという意向を持つ世帯率はまだ 23.2％という水準にあります。また、猫については同

じく 10.09％と 16.0％という結果になっています。この数字をみる限り、環境が整えば、

犬や猫を飼いたいという潜在需要は人口減少社会の中でも続くものと考えられます。 
 
（３）ペットの人社会における意義と役割 

全国犬猫飼育実態調査結果によると、次のように、人々は、犬や猫などのペットを飼う

ことによって、それ以前と比べると、情緒、コミュニケーション、健康などの面において、



 
 

様々な効用を受けていることが分かります。ペットは、今後も、こうした観点から、人々

の生活や社会環境において重要な役割を担うため、人と同様に、ペットも防災や減災の枠

組みに含めて制度整備を行う必要があるし、被災時においても、生あるものとして、共に

困難を乗り越えられる環境を実現するように努力すべきではないかと考えます。 
 

■ペットを飼うことによる効用 

効用（各問い毎に上位３択、複数回答） 回答率 
１．16 歳未満の子どもの場合   n=303  
〇心豊かに育っていると思う  60.7% 
〇生命の大切さをより理解するようになった 59.4% 
〇家族とのコミュニケーションが豊かになった 53.1% 

（参考）効用はない 19.8% 
２．高齢者の場合   n=511  
〇情緒が安定するようになった 45.0% 
〇寂しがることが少なくなった 44.4% 
〇ストレスを抱えないようになった 37.8% 

（参考）効用はない 35.4% 
３．夫婦関係の場合   n=972  
〇夫婦の会話が多くなった 57.4% 
〇夫婦の関係が和やかになった 45.2% 
〇夫婦で過ごす時間が多くなった 35.6% 

（参考）効用はない 29.0% 
４．自分自身について   n=1,705  
〇生活に潤いや安らぎを実感できるようになった 56.5% 
〇孤独感を感じなくなった 54.3% 
〇ハリのある生活が送れるようになった 41.8% 

（参考）効用はない 26.5% 
（出所）平成 27 年（2015 年）全国犬猫飼育実態調査結果 

3．国によるガイドライン 

災害時におけるペットの救護対策に関する国のガイドラインは前述のように環境省が策

定し公表しています。自治体等が行う救護対策に関することが中心となっており、平常時

からの対応を含め、その概要は次の表の通りです。 
 

■災害時におけるペットの救護対策に関する国のガイドラインの概要 
項  目 ガイドラインの項目別概要 

自治体への要請 

飼い主責任による同行避難を前提としながらも、個人での対応には限界がある場合に備
え、自治体等は災害時における支援体制や、放浪動物、負傷動物等の救護体制を整備する
（被災者が安心・安全に避難するためにも重要）。特に大規模災害発生時には、行政のみ
では対応が困難な場合もあるため、地方医師会、動物愛護推進員、ボランティア団体等の
連携も併せて検討しておくことが必要。 

飼い主が行う 
対策の例 

【平常時】 
○住まいの防災対策 
○ペットのしつけと健康管理 
○ペットが迷子にならないための対策（マイクロチップ等による所有者明示） 
○ペット用の避難用品や備蓄品の確保 
○避難所や避難ルートの確認等の準備 
【災害時】 
○人とペットの安全確保 
○ペットとの同行避難 
○避難所・仮設住宅におけるペットの飼育マナーの遵守と健康管理 

 
 
 
 

【平常時】 
○ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への普及啓発 
○ペットとの同行避難も含めた避難訓練 
○関係機関・団体、動物愛護推進員、他の自治体との災害時の動物救護活動に関する連携



 
 

都道府県等が 
行う対策の例 

体制の整備に係る調整（災害時協定、現地動物救護本部等の体制、人材育成等） 
○避難所、仮設住宅におけるペットの受け入れ対策に関して、関係市区町等との調整 
○動物救護施設の設置候補地の検討 
○災害時に協力が得られるボランティアリストの作成、ボランティアの育成 
○必要物資の備蓄・更新 
【災害時】 
○現地動物救護本部等の設置の検討 
○被災地市区町村へのペットの避難や救護に係る指導助言 
○避難動物、放浪動物等に関する相談窓口の設置 
○動物愛護推進員への協力要請等 
○避難動物に関する情報収集、適正な飼育の指導 
○人と動物の共通感染症の予防措置 
○救援物資等の調達及び保管場所の確保と輸送手段の調整 
○獣医師の派遣依頼及び調整 
○放浪動物、負傷動物の保護収容、返還、譲渡 
○危険動物の逸走時の対応（特定飼養施設の破損、特定動物の逸走状況等の確認、逸走時

の対応等） 
○被災住民への動物救護に関する情報の提供 
○関係部局、国、他自治体、緊急災害時動物救援本部等との連絡調整及び支援要請 

市区町村が行う
対策の例 

【平常時】 
○ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への普及啓発 
○ペットとの同行避難を含めた避難訓練 
○避難所、仮設住宅等におけるペットの受け入れ、飼育に係る検討 
【災害時】 
○ペット同行避難者の避難所への避難誘導、支援 
○避難所・仮設住宅におけるペット同行避難者の受け入れ 
○都道府県等に対し、避難所・仮設住宅におけるペットの飼育状況等に関する情報提供 
○避難所・仮設住宅におけるペットの適正な飼育に係る指導、支援 
○都道府県や現地動物救護本部等が行う動物救護活動への連携、協力、支援要請 
○被災住民等への動物救護及び飼育支援に関する情報の提供 

地方獣医師会が
行う活動内容の
例 

【平常時】 
○災害に備えたペットの健康管理等について飼い主への啓発 
○ペット同行避難も含めた避難訓練への協力 
○協力可能な動物病院、獣医師のデータベースの作成 
○自治体、近隣地方獣医師会との災害時協定に係る調整 
【災害時】 
○都道府県等が実施する動物救護活動への協力 
○現地動物救護本部等を設置した場合は、本部構成団体として都道府県等と連携した動物

救護活動の実施 
○避難所等への獣医師の派遣及び避難動物の健康管理に係る支援 
○飼育困難なペットの一時預かり・譲渡の支援 
○負傷動物等の治療・保管 
○近隣地方獣医師会への支援要請（人材派遣、一時預かり、譲渡等） 

民間団体が行う
支援・協力の例 

【平常時】 
○災害に備えたペットの適正な飼育等について飼い主への普及啓発への協力 
○ペット同行避難も含めた避難訓練への協力 
【災害時】 
○救援物資の配布協力 
○ペットの一時保管先や避難所・仮設住宅におけるペットの飼育管理への支援 
○所有権が放棄されたペットの新しい飼い主探しへの協力 
○ボランティアの管理への協力 
○その他、自治体や現地動物救護本部等が必要とする支援への協力 

国が行う活動内
容の例 

【平常時】 
○ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への普及啓発 
○自治体への災害対策や過去の事例に関する情報の提供 
○関係機関等との災害に関する連絡調整 
【災害時】 
○被災地の都道府県等と連絡調整を行い、被災状況、動物救護活動の状況等に関する情報

収集、提供等 
○緊急災害時動物救援本部と連絡調整を行うなど、被災地の動物救護活動を支援 
○関係機関等との災害に関する連絡調整 

（資料）環境省「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」平成 25 年 6 月発行 
 

消費者にとって注目すべきは、「飼い主が行う対策の例」の部分です。原則として、す

べては飼い主の自己責任において対応すべきこととなっています。特に、避難所では他の

避難者の迷惑にならないように、飼い主は普段から適切な準備を行うことが大切であるこ

とが案内されています。 
また、環境省が、武蔵野市のような区市町村の役割をどう考えているのかという点も注

目点です。基本的な区市町村の役割は、市民が自己責任で行う対策の普及啓発が中心とさ



 
 

れていますが、重要なのはペット同行避難者の避難所や仮設住宅への受け入れ対策を講じ

ることや関連情報の提供についてです。これは被災現場となる自治体にとっては、東日本

大地震や熊本地震の経験からすると、大規模災害の場合には、大きな課題です。特に飼い

主に対し、ペットとの「同行避難」を推進しても、他人がいる避難所でのペットとの「同

伴避難」はどの自治体でも認めていない現実を飼い主もペット自身も（当然ですが）理解

してないことが現場対応としては難しい点です。実際の災害時には飼い主は自らの対応が

精一杯であることはやむを得ず、放浪するペットが増えることも大きな論点です。 
なお、環境省は「備えよう！いつもいっしょにいたいから」と題した、災害時にペット

と一緒に避難するために、普段から備えておくことや、避難所等で気を付けることなどを

まとめた飼い主向けパンフレットを配布しているので参考にしたいと思います。 
環境省：http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2309a.html 

 
■環境省による平常時と災害時の対応策の具体例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2309a.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4．東京都による対応 

国のガイドラインを受けて、東京都はどのように対応しているのでしょうか。東京都は

動物愛護の観点から、冒頭に述べたハルスプラン（施策-15 災害時の動物救護体制の充実）

などの中に指針を掲げています。 
このハルスプランは普段からの動物愛護管理をどのように実施していくのか、災害時に

関わらず、飼い主や動物取扱業者、東京都、区市町村、都民、ボランティア・関係団体の

役割や責任を明記したものです。ニューヨーク市など、諸外国では公共住宅への入居に際

しペットが必要とされる場合は拒むことができないかわりに一定のルールを設けるなどの

人と動物の共生生活の実現に向けた取組みあるのに対し、そうしたことは明記されていな

いなど、適正飼養や狂犬病対策などに重点が置かれただけで、共生に対してもう一歩の踏

み込みが足りないように感じられますが、掲げられた趣旨自体は、わが国では先駆的なも

のとして評価したいと思います。 
ここでは、誌面の制限から、ハルスプラン全体には触れず、災害対応に限定した指針の

内容を次のように整理してみました。 
 

■東京都による災害時の動物救護体制の充実策 
１．災害時の動物救援機能等の強化 
○家庭動物の防災対

策に関する普及啓

発 

・犬や猫を同行して避難するための飼養動物の防災用品の備蓄や健康管理、ケージに

入るためのしつけなど、区市町村と連携し、防災訓練や講習会等の機会を通じて飼

い主に普及啓発。 
○協定締結の推進 ・災害発生時に関係団体との連携・協力体制を迅速に整えるため、動物救護に関する

協定を推進。定期的な連絡会や防災訓練の合同実施、マニュアルを整備。 
・避難が長期化した場合は、現地動物救援本部が拠点とする施設の確保や、関係団体

等による被災動物の一時預かりや物資の供給体制、他自治体との広域的な協力体制

の構築を検討。 
２．区市町村の災害対策の推進 
○区市町村の防災計

画やマニュアル整

備の推進 

・飼い主と同行避難した動物や、住民が避難した後に地域に残された動物への対応が

適格に行われるよう区市町村の防災計画の整備を働きかける。 
・防災計画の内容が円滑に実施されるように、区市町村による避難所等におけるケー

ジの確保や災害時の動物対応マニュアルの整備を支援する。 
○区市町村と動物救

護ボランティアと

の連携の推進 

・区市町村が動物救護対策を推進するために、動物愛護相談センターが広域的・専門

的な観点からボランティア・関係団体等と連携して防災訓練等を実施するための支

援を行う。 
・避難所での同行避難動物の受け入れや飼い主への助言、一時預かりの協力などのた

め、動物愛護推進員※が区市町村と連携して対応できるように研修を実施する。 
※都福祉衛生局の取組み。平成 15 年度から始まり、平成 28 年 5 月現在で 304 名に動

物愛護及び適正飼養推進業務を委嘱。 

 
国のガイドラインや都の方針をみて分かることは、国は基本的に都や区市町村などの自

治体を指導・間接支援する立場をとり、都は区市町村を指導・支援するという階層構造の

役割分担をとっていることです。 
ただし、熊本県が熊本市、熊本獣医医師会による「熊本地震ペット救護本部」を立ち上

げたように、普段の普及活動を除くと、「協定締結の推進」の通り、東京都も災害時にお

いては関係団体と連携することによって、動物救援本部を立ち上げることになるはずです。 

5．武蔵野市の対応と今後の方向性 

 区市町村の場合は、平成 23 年 12 月の中央防災会議による「防災基本計画」の修正等

を踏まえて、ペット対策を含め、各地の防災計画を見直すことになった経緯があります。

この結果、武蔵野市の場合は、ペットに関しては地域防災計画の第 10 章第 4 節に、次の



 
 

ような情報や基本方針が示されています。 
市は、平成 21 年 6 月に日本医科大学、日本獣医生命科学大学、東京都獣医師会武蔵野三

鷹支部、武蔵野ワンワンパトロール隊、市で構成された「災害時のペット対策検討委員会」

を設置し、同委員会は平成 22 年 1 月に提言書を答申。この提言書の趣旨は次の通りです。 
 

  
 このような検討に基づいて、次の基本方針が掲げられています。 

 
 
 しかし、この基本方針のうち、「現実に実現可能な対策」を優先したためか、市民に配

布された「防災ハンドブック」では、「災害時におけるペット対策」としながら、次のよ

うな市民に対する要請を示すに止まっているのが現状で、上記（２）については具体的な

受入体制や保護の仕組みは示されていません。提言にあるように、市によるペットの定義

がまだ「犬」に限定され、「猫」は対象外なのかも気になるところです。 
 
○日頃から準備しておくこと 

①しつけや手入れについて 
・避難しているときはケージに入れておかなければなりません。ほえたり、暴れたりしないように、普段から
ケージにならしておきましょう。 

・他の動物や見知らぬ人、大きな音などに驚かないようにするため、日ごろからならしておきましょう。 
・動物の毛は、アレルギーの人や動物が嫌いな人には不愉快なものです。シャンプーやブラシなどで手入れを
して清潔に保つようにしましょう。また、トイレは決められた場所で、できるようにしておきましょう。 

②各種予防接種について 
・災害時にひとたびペットの伝染病が発生すると、アッという間に広がってしまいます。ペットが伝染病にか
からないようにするために、定期的に各種ワクチン接種を受けておきましょう。また、犬については登録・
狂犬病予防注射を必ず実施しておきましょう。 

③不妊・去勢手術について 
・動物は発情すると、大きな声で鳴いたり、マーキング（尿スプレーなど）をするようになります。トラブル
を防ぐためにも不妊・去勢手術を受けておきましょう。 

○ペットのためのケージや食料等を準備しておこう 

①ペットフード､水､リード･ハーネス､ケージ(持ち運びができるもの)､器(食事､飲み水用など)､トイレ用品､タオ
ル､新聞紙､ビニール袋､ペットシーツ､救急用品(はさみ､包帯､消毒薬､獣医師から処方されている薬､とげ抜き
など)､ペットの写真(万一ペットとはぐれたときにさがす手がかりとなります)。 

②ペットフードは、最低 1 週間分以上、できれば 2 週間分程度用意しておきましょう。ペットフードを移しか
える場合は、賞味期限を容器に記入し腐敗しないように保存方法に注意しましょう。 

○ペットが迷子になったときのことを考えておく 

①災害時には、一緒に避難することができず、飼い主とペットが離ればなれになることが多いです。 
②ペットをさがすためのてがかりとなる情報を、ペットの体につけておきましょう。 
・首輪に迷子札（飼い主氏名、住所、電話番号などを記載） 
・鑑札（犬には、必ず付けておきましょう） 
・マイクロチップ（皮膚の下に挿入するため、外れることがないという点で有効です） 
  

武蔵野市による対策の実績としては、昨年の 10 月 25 日に初めて総合防災訓練の一環

として、ペット（犬）対策訓練を市立第一中学校医にて実施したことがあげられます。参

加者による情報では、事前申込み制で犬をケージに入れて徒歩で参加できる人を対象とし、

最大 30 名の参加者を予定したようですが、実際には 8 名の参加にとどまったそうです。 

（１）飼い主やペット用の食料備蓄や住宅の耐震化などの「飼い主の責務」の周知徹底を図り、
可能な限り自宅での生活を継続できる自助の取組みを推進する。 

（２）全壊・全焼などにより自宅を失った飼い主や、飼い主が不明となったペットのために避難
所等における適正なペットの受入体制及び保護の仕組みを整備する。 

 
 

○量的な充足ではなく、現実的に実現可能な対策から取組むこととする。 
○ペット対策を進めることが、飼い主である人間への対策に繋がることを広く共通認識としていく。 
○過去の災害教訓を学びながら、被災地との相違を考慮しつつ、避難所の運営方法並びにペットのし
つけや里親探しの方法等を検討していく。 

○当面は対象とするペットの種類を「犬」に限定し、課題を検証しながら適切に対象を拡大する。 
○対策は市民全体に理解を得られるものでなければならない。 



 
 

 また、東京都の方針に基づいていると判断されますが、市は平成 23 年に公益社団法人

東京都獣医師会武蔵野三鷹支部と「災害時における動物救護活動に関する協定書」を締結

し、被災動物の救護及び応急処置に関する獣医師会の会員派遣要請や市の防災訓練への参

加を定めたこともひとつの前進です。 
 しつけや予防接種、不妊・去勢手術やマイクロチップの埋め込みなどについては、時間

と費用により市民は対処可能ですが、犬の予防接種自体、登録数よりも実施者は少ないの

が実情です。また、ペットのためのケージや食料等を飼い主が事前に準備・備蓄していて

も、災害による建物倒壊などによって、利用できなくなることも想定されます。そもそも、

避難所に避難する人々は、自宅では生活できない状況に置かれた方々であり、ケージや食

料の準備が万全であっても、実際には使えない場合が多いのではないでしょうか。 
 自己責任とは言え、個人ではこうした点はカバーしにくいのが実情であり、行政が直接

的に対応できないのであれば、被災前の平常時から、ボランティアや NPO 法人など、武

蔵野市や近郊で活躍している団体とのネットワークを構築し、様々な事態に備えることも

重要な課題と思われます。実際に熊本地震の際にはこうした団体の支援活動が貢献してい

ることがウェブサイト等で報じられています。7 月 21 日の朝日新聞夕刊では、渋谷区な

どで動物シェルターを運営する一般社団法人ラコントレ・ミグノンが熊本の地元の動物愛

護団体と連携し、収容限界に達した被災ペットを里親の世話のために引き取ることが報じ

られました。武蔵野市としても、都の方針にしたがい、獣医師会のみならず、多様な団体

との連携に向けた協定づくりを目指してはどうかと考えます。これはもちろん、ペットの

みならず、人々への減災、被災後対策においても同様です。 
 武蔵野市は、8 月にリーフレット「人もペットも被災の備えを」の第１版を公開しまし

た。下記のリンクからダウンロードできます。避難場所も記載されたペットに関する最新

情報なので、是非ともご覧ください。

http://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/114/27012706.pdf 

6．ペットとまちづくり 

 人々とペットが共に快適に暮らせるまちづくりとは、どのようなものでしょうか。基本

的にはペットも街の中で生活するのですから、人々が快適な環境は、ペットにとっても同

様なはずです。これはなかなか難しい課題ですが、災害時も含め、生ある物すべてにユニ

バーサルなまちづくりを考えたいと思います。以下は、現時点での提案です。 
・安全で楽しく歩ける道路や歩道はペットにとっても快適です。最近は、車はもちろん乱

暴に走る自転車も大敵です。子どもや障がいのある方、ペットからまちがどう見えるか

をイメージし、人とペットが安心して歩けるように配慮したまちづくりを行うことが、

今後の重要課題になると考えます。武蔵野市ではまだ緑豊かな場所もあるので、ペット

にも優しい自然のままの通り道を保全したり、動物の事故が多い一般道では、動物が横

断するための専用地下道（猫道）を仕掛けたりするのもユニークな試みです。 
・道路と共に幾何学的に並行に直角に建物が配置されると街並みから深みが失われます。

最近では、このために、意図的に街並みに建築面や植栽などから「ゆらぎ」を与える景

観形成の工夫が試行されています。おそらくペットにとっても、隠れる場所のない景観

よりは、こうした「ゆらぎ」のある街並みの方が快適ではないでしょうか。 
・大きな公園ではペットと共に遊べるドッグランがありますが、街中にはスペース難から

難しいのが現状です。しかし、今後、ペットと楽しめる空間を求めることは、自ずと深

みやゆとりを求めるまちづくりにつながることになると思われます。 
・この一環として、空き家や空き店舗、空き地などを、ペットと共に過ごせる施設や場所、

非常時の施設や避難地として再利用することも今後は検討に値するはずです。 

http://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/114/27012706.pdf

